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ICハンドラHS2000シリーズ／LT9730シリーズ

IC Handlers HS2000 Series and LT9730 Series

水平搬送式ICハンドラ「HS2000シリーズ」と自重落下式ICハンドラ「LT9730シリーズ」を開発した。ICハンド

ラは，半導体製造の検査工程でICテスタと組み合わせて使用し，ICテスタのテスト結果に従い，良品，不良品

の自動選別を行い収納する装置である。「HS2000シリーズ」は，BGA（Ball Grid Array）等のファインピッチIC

を対象にしたハンドラで，トレイに収納されたデバイスを吸着による水平搬送ハンドリングにより，これら一

連の動作を行う。「HS2000シリーズ」は，リニアモータの採用により高速且つ高精度な位置決めを実現，ジャム

率を従来型のA;1以下に低減し，稼働率を向上させた。またギアやベルトなどの磨耗部材も減少させ，保守コス

トの低減を図った。

�一方「LT9730シリーズ」は，SOP（Small Outline Package）を対象にしたハンドラで，スティックチューブや

アルミマガジンに収納されたデバイスを全て自重落下ハンドリングにより処理する。「LT9730シリーズ」は，従

来の並列２ヘッドから並列４ヘッド化し，新コンタクタの採用で世界最高水準の高スループットを実現した。

更にIC形状によるバリの影響を最小限にできるシンギュレータ自動ジャム解除機構により，ジャム率を限りな

くゼロに近づけ，高稼動率を実現した。
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We have developed IC handlers; Pick and place IC handler "HS2000 series" and Gravity IC handler

"LT9730 series". IC handlers automatically carry untested devices, which stored in the loader, to the

test sockets, coupled to the test heads. Depending on the test results, the handlers sort and store the

devices automatically into the unloaders. For the fine pitch IC such as BGA(Ball Grid Array), HS2000

series processes consecutively the devices stored in trays by pick-and-place handling technique. HS2000

series can achieve high-speed and high-accuracy device transportation and positioning by linear mo-

tors, so that the series can reduce the jam rate to 1/10 and much improved the operation rate compar-

ing to that of conventional types. Moreover, HS2000 has less friction parts like gears and belts, conse-

quently it makes the maintenance cost saved.

On the other hand, for SOP(Small Outline Package) LT9730 series processes the devices stored in

stick tubes or aluminum magazines with gravity handling system. The "LT9730 series" is the topmost

high-speed and functional IC handler that achieves the high throughput rate in the world-level by

improving two parallel heads into new four parallel heads and using a new contactor. Furthermore, the

singulator automatic jam clearance mechanism has successfully kept the jam rate to a minimum.

1. は　じ　め　に
�
ディジタルネットワーク時代において，私達を取り巻

く環境も，高性能端末と移動体端末に変化し，ICの形状

も小型化・薄型化・高周波化と急速に変化している。IC

ハンドラも多様化する市場のニーズに合わせ進化してき

た。

ICハンドラは，最終検査工程において，ICテスタの稼

図１　HS2000外観図 図２　LT9730外観図
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�

2. 「HS2000シリーズ」の構成と特長
�
HS2000シリーズのシステム構成を図３に示す。以下に

主要構成部の特長を紹介する。

�

2.1 各部の特長

（1）コンタクトヘッド部

測定部のロータリーヘッドの特性を図４に示す。当

社同期型モーションコントローラ（Finesync）と回転

型ダイレクトドライブモータ（Dynaserv）を用い，高

速同期アルゴリズムを用いた電子カム制御により，

低振動ソフトランディングを行い，高速インデック

スタイム（デバイス入れ替え時間）0.5秒を実現した。

FA-M3 [サブユニット] コントローラ　FA-M3 [メインユニット]
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図３　HS2000システム・ハード構成

働率を最大にし，より安定した効率の良い生産システム

を構築しながら，いかにテストコストを下げるかが課題

である。当社はこの課題達成をデザインコンセプトと

し，ジャムの低減とイールドの向上を目指しハンドラを

開発してきた。またチェンジキットやソケットなどのハ

ンドラペリフェラルとのコンビネーションにより，UPH

（Units per Hour）MTBF（Mean Time Between Failure）

も改善してきた。更に自社テスタとの結合システム開発

において，低ノイズや高周波対応などテスタメーカー独

自の強みも織り込んでいる。今回，各ユーザの生産形態

に適応した投資効率の高い水平搬送式I C ハンドラ

「HS2000シリーズ」（図１）及び自重落下式ICハンドラ

「LT9730シリーズ」（図２）を開発した。発売以来広範囲な

ユーザにその実績が認められている。
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図４　ロータリヘッドの特性
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図５　リニアサーブと特性
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更に正確な位置再現性によるソケットの長寿命化と

コンタクトミスの低減を図った。

（2）デバイス搬送部

� 当社製リニアモータ（Lineaserv）の使用により，高速

且つ高精度な位置決めを実現，信頼度の高いデバイ

ス搬送で，ジャム率を従来型のA;1に低減し，稼動率

を向上させた。しかも経時変化の最小化により，安

定性を維持している。ローダ，アンローダのリニア

モータは，Ｙ軸を２スライダにして，１つの軸で

２座標を形成しタクトを短縮している。図５はリニ

アサーブＬＭシリーズのストローク700 mmにおける

絶対位置決め精度が±2μm以内であることを示して

いる。

（3）シャトル部

� ロード・アンロードシャトルともデバイス回転機構

を持ち，シャトル移動動作とデバイス回転動作を同

時に行うことで無駄時間を無くした。オプションと

してデバイスバッファ機能を用意しており，４個測

定のハンドラで，１個測定，２個測定で使用する場

合の処理能力は，バッファ無しの場合の1.5倍であ

る。

（4）システムノイズ低減

� テスタメーカーとしての強みを生かし，自社テスタ

と一体のシステム開発により，従来のロジックハン

ドラの約#1以下の低ノイズを実現した。これにより

ミックスドシグナルテストに対しても，最適なテス

ト環境を提供できる。測定部は図６に示すように，

TEST HEAD

CHAMBER

HANDLER FRAME

図６　チャンバと筐体のグランド分離

項　　目� 仕　　様�

対象デバイス� QFP, BGA, TSOP, SOP�

同時測定� 最大４個／テストヘッド�

スループット� 最大4000 UPH

インデックスタイム� 0.5 sec／4DUT

測定温度� 常温及び50～125℃�

インタフェース� RS232C・パラレル�
GP-IB，SPC

カテゴリ分類数� オート２�
マニュアル２�

 *UPH（Units Per Hour）：１時間当たりのデバイス処理量�

表１　HS2000主仕様
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図７　シンギュレータ自動ジャム解除機構

ハンドラフレームとアイソレーションすることによ

りノイズ電流経路を遮断している。また放射ノイズ

においては，チャンバ，ハンドラフレーム等全ての

構成ブロックのグランド系を独立接地しシールド性

を高めている。

（5）制御システム

制御システムの主コントローラとして当社製レンジ

フリーコントローラFA-M3を採用している。制御信

号の伝送は，HS2000用に開発されたμ-BUS 端子台

モジュールの11のブロックに対してシリアル伝送す

ることにより省配線を実現し，配線に起因する不具

合を低減しシステムの信頼性を向上させている。

�　　　

2.2 仕様

HS2000の主な仕様を表１に示す。

�

2.3 HS2000シリーズの構成　

HS2000のシリーズには，「HS2000」「HS2100」HS2200」

の３種がある。「HS2100」は，「HS2000」の装置幅を

1500 mmと小型化したシリーズである。「HS2200」は，

「HS2100」を単機能にした製品である。ユーザの要求に

合った最適な機能・コスト選択できるようにした。
�

3. 「LT9730シリーズ」の構成と特長
�
�多ヘッド，高速化に加え，省スペース化という相反す

る顧客のニーズに応え，従来の３倍以上の処理速度と４

ヘッド化を実現，フットプリント（床面積）は従来と同等

45°→　50°�
  

30°→　36°�
  

プリヒート部�

測定部�

アンローダ部�

図８　デバイス滑走傾斜角
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図９　クロスガイド機構

である。以下に本機の主要構成部の特長を紹介する。

3.1 高速処理

最大処理能力24,000UPHを実現するために，デバイスの

供給能力アップ，コンタクトヘッドにおけるインデックス

タイムの短縮及び分類スピードのアップを行っている。

（1）デバイス供給能力アップ

供給シャトルを従来の２連方式から６連方式にし，

最大供給量を1.6倍（10800→18000個）とした。

（2）コンタクトヘッドのインデックスタイムの短縮　

従来のコンタクト方式を継承しながらヘッドのスト

ローク長を短くすることにより，高速インデックス

タイム0.6秒（従来機0.8秒）を実現した。

（3）分類スピードアップ

従来，分類シャトル（デバイスの良品，不良品を選別

するシャトル）は，駆動源にモーターを使用していた

が，２ヘッド毎のシリンダ駆動ツインシャトルを採

用することにより高速化を実現した。

�

3.2 低ジャム率

（1）シンギュレータ自動ジャム解除機構

各レール内の連続したデバイスをシンギュレータ（個

別分離機）で個別に切り離す際，デバイスのバリによ

り切り離すことができずにジャムとなる場合が多

い。シンギュレータをシリンダで振動させることに

より（図７）ジャムの低減を実現した。

（2）デバイス滑走角度の最適化

デバイス滑走角度（図８）を上げれば，デバイスの加

速度が上がり，UPH及びジャムの低減につながる。

LT9730では，傾斜角度を最適化し，ジャム低減を

図っている。傾斜角は，従来機に比べ，プリヒート

部は，45 か゚ら50 ，゚アンローダ部は，30 か゚ら36 と゚

した。

（3）クロスガイド方式

従来，ヤネやレールなどの固定された各ユニットと

項　　目� 仕　　様�

対象デバイス� SOP, TSOP, TSSOP

コンタクト方式� ソケット，ケルビン，PTB（高周波対応）�

スループット� 最大24000 UPH

インデックスタイム� 0.６sec以下／個�

測定温度� 常温及び60～155℃�

インタフェース� RS232C・パラレル�
GP-IB，SPC

ローダ収納能力� 多連マガジン40本，チューブ100本�

アンローダ� 自動40マガジン，自動100チューブ�

カテゴリ分類数� 最大10分類�

表２　LT9730主仕様

シャトル間のデバイスの受け渡しは，ガイド無しの

曖昧な状態で，不確実な位置決めがジャムの要因で

もあった。クロスガイド機構（図９）で，ユニット間

にメカ的なガイド（メカストッパ）を付けることによ

り，確実な位置決めの実現でデバイスの受け渡しが

スムーズとなり，ジャム率の低減を可能とした。

�

3.3 省スペース化

�ヘッド間ピッチの60 mmを保持しながら，ローダとア

ンローダのマガジン搬送距離を短くし省スペース化を

図った。また，I/Oの配線方式は従来の１対１の接続方式

から，RS485通信方式とし，高速省配線化を図った。

�

3.4 仕様

�LT9730の主な仕様を表２に示す。
�

4. お  わ  り  に
�
�今後の開発項目として，「HS2000」では，各種コンタク

トエンジニアリングに注力すると共に，用途に合わせた

システム構築が簡単にできるようシリーズ化を進める。

「LT9730」では，ますます多ヘッド化を望む市場のニーズ

に合わせ，現在の４ヘッドから８ヘッドへのシリーズ化

を進める。

�常にユーザに生産効率の良い環境を提供するため，今

後もテスタメーカーとしての強みを生かした技術革新を

しながら，最適なテストソリューションの実現を目指し

ていく。また市場の変化に対応するため，コア技術は自

前で開発し，いろいろな分野のパートナーと協力し，カ

スタマベネフィットを追求していく。

��
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